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Ｈ２９神流川流域管内
整備工事

群馬県多野郡神流町 ～
群馬県藤岡市

270日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所群馬県渋川市渋川121-1 2017/6/1 塚本建設（株）
群馬県藤岡市小林４０
２

7070001012502 一般競争入札 有 61,495,200 61,020,000 99.23%

Ｈ２９東京外環準備他
（その１）工事

東京都三鷹市 152日間 一般土木工事 東京外かく環状国道事務所
東京都世田谷区用賀4-
5-16TE ビル7階

2017/6/1 フジタ道路（株）
東京都中央区晴海１－
８－１０

7010001034923 一般競争入札 有 192,218,400 172,800,000 89.90%

Ｈ２９・３０湯西川ダ
ム管内維持修繕工事

栃木県日光市 668日間 維持修繕工事 鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2017/6/1 （株）栗山山本建設
栃木県日光市日向２４
４

5060001008742 一般競争入札 有 48,880,800 44,820,000 91.69%

港法務出張所（１７）
建築改修その他工事

東京都港区 197日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2017/6/1
（株）アーク・プラン
ニング

東京都立川市高松町３
－８－４

4012801008745 一般競争入札 有 53,785,000 49,619,764 92.26%

Ｈ２８水戸立坑底盤部
工事

茨城県水戸市 280日間 維持修繕工事 霞ヶ浦導水工事事務所
茨城県土浦市下高津2-
1-3

2017/6/2 （株）柳田組
茨城県東茨城郡茨城町
小鶴１３５７－３

2050001002914 一般競争入札 有 155,034,000 152,280,000 98.22%

Ｈ２８多摩川中丸子築
堤護岸工事

神奈川県川崎市中原区 297日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2017/6/2 池田建設（株）
東京都千代田区九段南
２－４－１６

9010401080193 一般競争入札 有 136,339,200 126,252,000 92.60%

Ｈ２９多摩川東古市場
築堤護岸工事

神奈川県川崎市幸区 297日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2017/6/2 人の森（株）
神奈川県海老名市中新
田１７６２

5021001026853 一般競争入札 有 198,504,000 185,220,000 93.31%

Ｈ２９二瀬ダム大洞川
進入路（その３）工事

埼玉県秩父市 302日間 一般土木工事 二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3931-
1

2017/6/2 （株）サンセイ
埼玉県秩父市中宮地町
２９－２１

3030001090745 一般競争入札 有 93,484,800 90,720,000 97.04%

佐久税務署（１７）建
築改修その他工事

長野県佐久市 208日間 建築工事 長野営繕事務所
長野県長野市旭町1108
長野第2合同庁舎4階

2017/6/2 池田建設（株）
東京都千代田区九段南
２－４－１６

9010401080193 一般競争入札 有 93,862,800 87,264,000 92.97%

Ｈ２９国道１６号岩槻
地区その他電線共同溝
路面復旧工事

埼玉県さいたま市岩槻
区 ～ 埼玉県北葛飾郡
杉戸町

268日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2017/6/5 （株）ガイアート
東京都新宿区新小川町
８－２７

8011101004344 一般競争入札 有 247,384,800 226,260,000 91.46%

成田国際空港警備隊待
機寮（１７）機械設備
改修その他工事

千葉県成田市 239日間
暖冷房衛生設
備工事

東京第二営繕事務所
東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2017/6/6 （株）前田設備
群馬県利根郡みなかみ
町上牧２３４４－１２

8070001023267 一般競争入札 有 77,770,800 77,760,000 99.99%

Ｈ２８八ッ場ダムＣＣ
ＴＶ設備設置工事

群馬県吾妻郡長野原町 204日間 通信設備工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2017/6/7 菅谷電気工事（株）
群馬県前橋市大渡町１
－２３－１５

7070001001736 一般競争入札 有 61,743,600 57,240,000 92.71%

Ｈ２９金花山鋼製桟道
工事

群馬県吾妻郡長野原町 470日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2017/6/7 若築建設（株）
東京都目黒区下目黒２
－２３－１８

6290801012011 一般競争入札 有 707,216,400 659,880,000 93.31%

Ｈ２８金花山２号橋下
部（Ａ１）工事

群馬県吾妻郡長野原町 238日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2017/6/7 東光建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字横壁５０１－１

1070001023892 一般競争入札 有 254,998,800 237,600,000 93.18%

本庄税務署（１７）建
築改修その他工事

埼玉県本庄市 191日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2017/6/7 （株）豊田工務店
群馬県藤岡市藤岡１７
３６

3070001012514 一般競争入札 有 40,219,200 38,232,000 95.06%

東松山税務署（１７）
建築改修その他工事

埼玉県東松山市 191日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2017/6/7 （株）ケージーエム
埼玉県熊谷市村岡３０
６－１

7030001084693 一般競争入札 有 63,612,000 59,400,000 93.38%

Ｈ２９千住新橋（下
り）橋脚補強工事

東京都足立区 295日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2017/6/8 五洋建設（株）
東京都文京区後楽２－
２－８

1010001000006 一般競争入札 有 307,778,400 302,400,000 98.25%

Ｈ２８町道林長野原線
室沢橋下部他工事

群馬県吾妻郡長野原町 203日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2017/6/8 前橋地建（株）
群馬県前橋市小坂子町
１６８８－２

9070001002988 一般競争入札 有 179,150,400 178,200,000 99.47%

辰巳地区ほか交差点改
良工事

東京都江東区 265日間
アスファルト
舗装工事

東京国道事務所
東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2017/6/8 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－
９－３

1010401015438 一般競争入札 有 203,547,600 184,248,000 90.52%

小山他遮音壁その２工
事

東京都葛飾区 ～ 千葉
県松戸市

236日間 維持修繕工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/6/9 国土開発工業（株）
神奈川県厚木市中町２
－６－１０

3021001020759 一般競争入札 有 289,580,400 268,920,000 92.87%

Ｈ２９多摩川堰一丁目
築堤護岸工事

神奈川県川崎市多摩区 287日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2017/6/12 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花
之木町２－２６

2020001013765 一般競争入札 有 176,612,400 160,812,000 91.05%

Ｈ２８香草中和工場サ
イロほか修繕工事

群馬県吾妻郡草津町 171日間 維持修繕工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大
字草津604-1

2017/6/12
成和リニューアルワー
クス（株）

東京都港区六本木１－
６－１

6011101010996 一般競争入札 有 30,196,800 29,160,000 96.57%

圏央道久喜地区側道改
良その７工事

埼玉県久喜市 290日間 一般土木工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2017/6/13 （株）木下建設
埼玉県白岡市彦兵衛１
２８－４

6030001051637 一般競争入札 有 299,732,400 280,800,000 93.68%

圏央道久喜幸手地区側
道改良その３工事

埼玉県久喜市 ～ 埼玉
県幸手市

290日間 一般土木工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2017/6/13 共立建設（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－１６－１０

1011001006587 一般競争入札 有 214,876,800 205,200,000 95.50%

中部横断自動車道舗装
７工事

長野県佐久市 291日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/6/13 （株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

5010401031200 一般競争入札 有 360,126,000 324,000,000 89.97%

中部横断自動車道舗装
１１工事

長野県佐久市 ～ 長野
県南佐久郡佐久穂町

291日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/6/13 東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－
３－７

7010401020201 一般競争入札 有 406,522,800 381,240,000 93.78%

中部横断自動車道舗装
１３工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

291日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/6/13 鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－
７－２７

1010001001805 一般競争入札 有 362,664,000 339,120,000 93.51%
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中部横断自動車道舗装
８工事

長野県佐久市 291日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/6/13 （株）早野組
山梨県甲府市東光寺１
－４－１０

9090001001749 一般競争入札 有 338,439,600 316,224,000 93.44%

中部横断自動車道舗装
９工事

長野県佐久市 291日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/6/13 前田道路（株）
東京都品川区大崎１丁
目１１－３

6010701009184 一般競争入札 有 352,501,200 316,980,000 89.92%

埼玉県警察機動隊体育
館・食堂棟（１７）建
築改修その他工事

埼玉県朝霞市 195日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2017/6/13 ノムラ建工（株）
埼玉県飯能市緑町１８
－１６

9030001089518 一般競争入札 有 62,877,600 60,480,000 96.19%

警視庁第九機動隊（１
７）エレベーター設備
改修その他工事

東京都江東区 260日間 機械設備工事 東京第二営繕事務所
東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2017/6/13 フジテック（株）
滋賀県彦根市宮田町５
９１－１

3160001009212 一般競争入札 有 63,462,800 62,960,384 99.21%

中部横断自動車道舗装
１０工事

長野県佐久市 290日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/6/14 （株）ＮＩＰＰＯ
東京都中央区八重洲１
－２－１６

9010001034987 一般競争入札 有 344,476,800 316,440,000 91.86%

中部横断自動車道舗装
１２工事

長野県南佐久郡佐久穂
町

290日間
アスファルト
舗装工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中
堰145

2017/6/14 戸田道路（株）
東京都中央区日本橋１
－１２－８

6010001052042 一般競争入札 有 371,703,600 351,000,000 94.43%

Ｈ２９構内緑地管理外
工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県船橋市

258日間 造園工事 関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-
12-1

2017/6/15 （株）東松園
千葉県松戸市常盤平４
－２０

8040001036296 一般競争入札 有 19,828,800 19,116,000 96.41%

行田税務署（１７）建
築改修その他工事

埼玉県行田市 183日間 建築工事 東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-
28-8新宿地方合同庁舎

2017/6/15 （株）金子工務店
埼玉県熊谷市肥塚３－
３－８

1030001084583 一般競争入札 有 48,438,000 44,820,000 92.53%

関東農政局匝瑳市庁舎
（１７）構内整備工事

千葉県匝瑳市 153日間 建築工事 東京第二営繕事務所
東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2017/6/15 大勝建設（株）
茨城県神栖市波崎８８
５０

5050001020979 一般競争入札 有 33,166,800 30,240,000 91.18%

Ｈ２８浅川新井築堤護
岸工事

東京都日野市 283日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2017/6/16 松本建設（株）
富山県砺波市千保２９
７

9230001008416 一般競争入札 有 146,901,600 139,104,000 94.69%

Ｈ２９国道１６号川越
（１）その他電線共同
溝工事

埼玉県川越市 ～ 埼玉
県入間市

272日間
アスファルト
舗装工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2017/6/16 大林道路（株）
東京都千代田区猿楽町
２－８－８

4010601028815 一般競争入札 有 277,279,200 252,180,000 90.95%

Ｈ２８荒川北本市高尾
災害復旧工事

埼玉県北本市 254日間 一般土木工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2017/6/19 伊田テクノス（株）
埼玉県東松山市松本町
２－１－１

6030001070711 一般競争入札 有 136,123,200 125,280,000 92.03%

Ｈ２８多摩川根川排水
樋門新設工事

東京都立川市 284日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2-18-1

2017/6/19 林建設（株）
東京都調布市小島町２
－５６－３

2012401008445 一般競争入札 有 249,793,200 246,240,000 98.58%

Ｈ２８目吹出張所庁舎
空調設備改修その他工
事

千葉県野田市 73日間
暖冷房衛生設
備工事

利根川上流河川事務所
埼玉県久喜市栗橋北2-
19-1

2017/6/19 （株）瀧澤興業
千葉県市川市妙典３－
２３－１１

8040001026801 通常型指名競争入札 5,637,600 4,968,000 88.12%

国道４号下栗跨道橋耐
震補強工事

栃木県宇都宮市 226日間 維持修繕工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2017/6/19 東鉄工業（株）
東京都新宿区信濃町３
４

6011101014147 一般競争入札 有 259,135,200 237,600,000 91.69%

Ｈ２９大宮国道ＣＣＴ
Ｖ設備設置工事

埼玉県春日部市 ～ 埼
玉県さいたま市北区

254日間 通信設備工事 大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区
吉野町1-435

2017/6/19 田中電気（株）
東京都千代田区外神田
１－１５－１３

2010001022478 一般競争入札 有 68,126,400 66,474,000 97.57%

Ｈ２９梅田立体橋耐震
補強工事

東京都足立区 162日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2017/6/21
ＳＭＣシビルテクノス
（株）

東京都新宿区市谷本村
町１－１

8011101051527 一般競争入札 有 191,376,000 173,880,000 90.86%

Ｈ２９千住新橋左右岸
耐震補強工事

東京都足立区 162日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南
1-2-1 九段第3合同庁舎
15・16階

2017/6/21 （株）横河ブリッジ
千葉県船橋市山野町２
７番地

6040001022645 一般競争入札 有 201,160,800 184,140,000 91.54%

矢切堀之内遮音壁その
６工事

千葉県松戸市 ～ 千葉
県市川市

224日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2017/6/21 萩原土建（株）
千葉県山武郡芝山町大
里１５５３－３

4040001061315 一般競争入札 有 214,488,000 208,224,000 97.08%

Ｈ２９烏川流域管内整
備工事

群馬県藤岡市 ～ 群馬
県多野郡神流町

274日間 維持修繕工事 利根川水系砂防事務所群馬県渋川市渋川121-1 2017/6/22 追川工業（株）
群馬県高崎市倉渕町三
ノ倉２０１６

1070001006311 一般競争入札 有 48,610,800 44,820,000 92.20%

Ｈ２９圏央道環境整備
その１１工事

千葉県市原市 ～ 千葉
県木更津市

189日間 一般土木工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天
台5-27-1

2017/6/22 奥村建設（株）
千葉県安房郡鋸南町下
佐久間９７９

5040001074010 一般競争入札 有 131,641,200 120,204,000 91.31%

Ｈ２９上武道路（８－
２工区）光ケーブル布
設工事

群馬県前橋市 175日間 通信設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/6/23 （株）エクシオテック
東京都大田区平和島４
－１－２３

5010801019828 一般競争入札 有 37,486,800 33,696,000 89.89%

銚子公共職安外１件
（１７）構内整備工事

千葉県銚子市 175日間 建築工事 東京第二営繕事務所
東京都江東区東雲１-9-
5 東雲合同庁舎5階

2017/6/23 （株）テクト
千葉県銚子市新生町１
－４０－１８

2040001062331 一般競争入札 有 61,635,600 56,138,400 91.08%

Ｈ２８利根川左岸東海
排水樋管新設工事

茨城県神栖市 127日間 一般土木工事 利根川下流河川事務所
千葉県香取市佐原イ
4149

2017/6/26 永井建設（株）
千葉県香取市津宮２２
７５－２

7040001063639 一般競争入札 有 209,401,200 193,104,000 92.22%

Ｈ２８荒川貯水池内施
設等維持補修工事

埼玉県戸田市 172日間 維持修繕工事 荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-
12

2017/6/26 （株）ユーディケー
埼玉県さいたま市浦和
区岸町５－７－１１

3030001010785 一般競争入札 有 58,546,800 57,672,000 98.51%

Ｈ２９中部横断上向沢
川橋上部工事

山梨県南巨摩郡身延町 276日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/6/27
（株）横河住金ブリッ
ジ

茨城県神栖市砂山１６
－５

1050001021106 一般競争入札 有 116,888,400 105,289,200 90.08%

Ｈ２９中部横断小山沢
川橋上部工事

山梨県西八代郡市川三
郷町

276日間 鋼橋上部工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/6/27 瀧上工業（株）
愛知県半田市神明町１
－１

1180001089667 一般競争入札 有 293,176,800 268,920,000 91.73%
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Ｈ２９渋川西ＢＰ他環
境整備工事

群馬県前橋市 ～ 群馬
県渋川市

276日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2017/6/28 三原工業（株）
群馬県前橋市石倉町２
－４

2070001003175 一般競争入札 有 143,143,200 134,892,000 94.24%

Ｈ２９霞ヶ浦ＣＣＴＶ
設備工事

茨城県稲敷市 217日間 通信設備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県潮来市潮来3510 2017/6/28 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－
２９－２０

3011001031955 一般競争入札 有 33,966,000 30,996,000 91.26%

Ｈ２９打越地区擁壁工
事

群馬県吾妻郡長野原町 429日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2017/6/28 瑞穂建設（株）
群馬県渋川市渋川４４
１３－１

5070001017478 一般競争入札 有 261,241,200 253,800,000 97.15%

真岡労基署（１７）新
営工事

栃木県真岡市 315日間 建築工事 宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-
13宇都宮地方合同庁舎

2017/6/28 松本建設（株）
栃木県真岡市並木町２
－２１－１

8060001009457 一般競争入札 有 249,927,000 225,718,800 90.31%

Ｈ２９利根砂防管内Ｃ
ＣＴＶカメラ外設置工
事

群馬県吾妻郡中之条町
～ 群馬県吾妻郡嬬恋村

182日間 通信設備工事 利根川水系砂防事務所群馬県渋川市渋川121-1 2017/6/29 東邦電気工業（株）
東京都渋谷区恵比寿１
－１９－２３

5011001015568 一般競争入札 有 77,954,400 70,200,000 90.05%

Ｈ２９国道２４６号山
北町地区ラジオ再放送
設備設置工事

神奈川県足柄上郡山北
町

267日間 通信設備工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2017/6/29 （株）東芝
東京都港区芝浦１－１
－１

2010401044997 一般競争入札 有 61,041,600 60,264,000 98.73%

厚木秦野道路伊勢原北
ＩＣ改良（その３）工
事

神奈川県伊勢原市 274日間 一般土木工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川
区三ツ沢西町13-2

2017/6/29
（株）エス・ケイ・
ディ

神奈川県平塚市四之宮
１－８－５６

8021001036643 一般競争入札 有 168,339,600 152,388,000 90.52%

Ｈ２８川治ダム支所建
築改修工事

栃木県日光市 123日間 建築工事 鬼怒川ダム統合管理事務所
栃木県宇都宮市平出工
業団地14-3

2017/6/30 柴田工業（株）
栃木県宇都宮市駒生町
８０５－３

5060001002191 通常型指名競争入札 21,438,000 17,712,000 82.62%

Ｈ２９町道林長野原線
改良工事

群馬県吾妻郡長野原町 273日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町
大字与喜屋11

2017/6/30 吉澤建設（株）
群馬県吾妻郡長野原町
大字大津１７８－１

7070001024010 一般競争入札 有 184,906,800 176,040,000 95.20%

富士北麓（２）電線共
同溝その３工事

山梨県南都留郡富士河
口湖町

91日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/6/30 地建工業（株）
山梨県甲府市大里町２
１４１－１

6090001001314 一般競争入札 有 70,858,800 64,800,000 91.45%

Ｈ２９管内舗装修繕そ
の１工事

山梨県南都留郡西桂町 168日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/6/30 三井住建道路（株）
東京都新宿区余丁町１
３－２７

1011101036179 一般競争入札 有 123,454,800 111,348,000 90.19%

Ｈ２９管内舗装修繕そ
の２工事

山梨県大月市 168日間
アスファルト
舗装工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2017/6/30 （株）中村建設
山梨県甲斐市万才３０
０

6090001002675 一般競争入札 有 74,293,200 67,824,000 91.29%


